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社協だより

ふれあいネットワーク
つくばみらい市社会福祉協議会

2017 年７月号

　社会福祉協議会では地域の安全と地域のコ
ミュニケーションの向上を目的とし、防犯散
歩ボランティア及び防犯散歩ボランティア

「スクールガード」事業を実施しております。
蛍光ベスト（防犯散歩ボランティア）蛍光ジャ
ンバー（スクールガード）を着用し、地域の
散歩をしながら見守っていただく、とてもシ
ンプルなボランティア活動です。普段から散
歩をされている方、これから散歩をしようと
検討されている方は、ボランティアの第一歩
として地域の散歩（地域の安全・みらい輝く
子どもたちの見守り）をボランティア活動に
変えてみませんか？

〈防犯散歩ボランティア〉
　蛍光ベスト・防犯キャップを着用し、好き
な時間に好きな仲間と好きな地域を散歩し、
見守っていただくボランティアです。

〈防犯散歩ボランティア「スクールガード」〉
　小絹小学校地区・谷井田小学校地区におい
て蛍光ジャンバー・防犯腕章を着用し、子ど
もたちの登下校時に散歩し、地域の見守りを
行っていただくボランティアです。

▲防犯散歩ボランティアの皆さん ▼
▼スクールガードの皆さんの活動の様子

あなたの散歩が地域を守ります。

みらいの子どもたちに安心を！！
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問合せ　５７－０１２３

問合せ　５７－１７７０

きらくやまふれあいの丘に賑わいのある新たなスポットが誕生

　きらくやまふれあいの丘を市民の皆様にもっと知ってもらい賑わいのある場として楽しんでいただけるよう、バー
ベキュー広場をオープンします。きらくやまの自然豊かな緑と開放感あふれる空間に是非お越しください。
営業時間　午前１０時から午後４時まで　　　休 業 日　月曜日（但し、祝日の場合は翌平日）
受付方法　事前申込み制（事前にきらくやまふれあいの丘すこやか福祉館での申請が必要となります。）
利用料金　つくばみらい市内在住者の方は、区画利用料として１グループ（最大１０名まで）　１，０００円
　きらくやまバーベキュー広場では、手ぶら・持ち込みどちらでも利用することができます。
　料理のコースやバーベキュー利用についての詳細はホームページまたは電話にてご確認ください。　

手ぶらでゆっくり楽しめる　きらくやまバーベキュー広場　
６月24日（土）よりＯＰＥＮ！
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　6 月 3 日、ふれあい第 1 保育園において、運動会を開催しました。
　旧伊奈第 3 保育所が、本会とつくばみらい市の公私連携運営となって初めての運動会は、晴天に恵まれ、各種競技に
取り組む園児たちの元気な声と保護者からの声援で活気にあふれていました。園児や保護者の皆様にとって思い出に残
る一日になったのではないでしょうか。
　今後も地域の方々に愛され、親しまれる保育園を目指していきます。

ふれあい第1保育園で運動会を開催しました！

▲あいさつする片庭会長 ▲元気いっぱいの園児たち

社協会費・共同募金を財源に行なっています。

子どもたちの“みらい”を応援しよう！

　社会福祉協議会では、学習支援事業（学習教室）を実施して
おります。「学習教室」の学習支援ボランティアとして、あなた
の持つスキルや時間を子どもたちのために活かしてみませんか。

問合せ　２５－２１０１

　ファミリーサポートセンターは、子育ての援助を受けたい人（利用会員）が、子育ての援助
を行いたい人（協力会員・有償ボランティア）のサポートを得て、安心して子育てが出来るよう、
地域ぐるみで支え合う会員制の事業です。可能な範囲や時間内で、地域の子育てのお手伝いを
してみませんか？ 
◎報酬：１時間あたり 700 ～ 900 円
※市内在住の、心身ともに健康で、お子さんが好きな方なら大歓迎。事前に会員登録と入会金
　1,000 円が必要となります。詳しくはお気軽にお問い合わせください。

ファミリーサポートセンター協力会員大募集！！

問合せ　５７－０１２３

学習支援ボランティア募集

内　　容　この事業は健康で元気な６５歳以上の方が、市指定の介
護保険施設で介護支援活動をしていただき、活動数に
応じ１時間に１ポイント（交付金）を差し上げるものです。

　　　　　・受入施設（市内特別養護老人ホーム）
　　　　　・活動内容（レクリエーション等の補助、配膳

及び下膳補助、話し相手等）
　　　　　・１時間あたり１ポイント１日２ポイントが上限。
　　　　　　　※活動を行う際、２時間限定にする必要は

ありません。

問合せ　２５－２１０１

介護支援ポイント制度登録者募集！

　　　　　・１ポイント１００円。１０ポイントから申請可能。
　　　　　・交付金上限は年間５，０００円。
対 象 者　市内在住で要介護認定及び要支援認定を受け

ていない６５歳以上の方
申請開始日　９月１日（金）
申請窓口　きらくやますこやか福祉館内「社会福祉協議会本所」
　　　　　保健福祉センター内「社会福祉協議会支所」
　　　　　介護保険被保険者証を持参してください。
　　　　　　※平日９時～５時まで　土・日・祝日は受付不可

高齢者のみなさんの力を地域にいかし、介護支援ボランティアとして活動してみませんか。

内容　小学校高学年から中学３年生までの子を対象に、
学校で使っている教科書やワーク・ドリル等を使っ
て授業の復習、宿題などの学習支援を行います。

対象　社会人、教員経験者、得意科目や得意分野のある方、
将来教員を目指している大学生など。
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　７５歳以上のひとり暮らし及び高齢者世帯で買い物に行く
ことが困難な方に、送迎つきの買い物ツアーを開催します。
実 施 日　①７月２８日（金）　②８月２３日（水）
行 き 先　①つくばみらい市　ヨークベニマル　ホーマック
　　　　　②つくばみらい市　サンキ　ドラッグストアクラモチ
買物時間　午前１０時から午前１１時３０分
参 加 費　無料（購入品については自己負担）
申込み日　①７月５日（水）から 7 月１０日（月）先着
　　　　　②８月４日（金）から８月９日（水）先着
募集定員　①・②ともに１０名程度

申込み　２５ー２１０１

参加者募
集！！

買物ぶらり旅

　手話は、耳や口の不自由な人が、手を
用いて表現する伝え方で「手で表す言葉、
目で見る言葉」とも言えます。要約筆記
は、聴覚に障がいのある方（中途失聴、
難聴者）に対し、音声による話の内容を
その場で要約しながら文字にして伝える

筆記通訳のことです。興味のある方はぜひ一度、体験して
みませんか？
日　　程
　７月２４日（月）　午前１０時から　きらくやますこやか福祉館
　７月２８日（金）　午前１０時から　谷和原公民館
　８月２８日（月）　午前１０時から　保健福祉センター
※上記いずれか１日の体験教室になります。
対 象 者　市内在住の高校生以上の方
参 加 費　無　料
募集人数　各日先着２０名
　　　　　（定員になり次第締切り）
募集期間　７月１４日（金）まで

申込み　２５－２１０１

社協会費・共同募金を財源に行なっています。 社協会費・共同募金を財源に行なっています。

社協会費・共同募金を財源に行なっています。

手話・要約筆記体験教室

参加者募集！！
簡単に始められる！いきいきヨガ教室

たくさんの笑顔にふれてみませんか

　おじいちゃんやおばあちゃんと触れ合い、いろいろな
体験や作業をとおして、福祉について勉強してみません
か？みんなで楽しい夏休みの思い出を作りましょう。
日　　程　８月３日（木）から４日（金）　１泊２日
内　　容　インスタントシニア体験、福祉施設体験、
　　　　　野外炊飯など
宿 泊 先　茨城県立中央青年の家
対 象 者　市内小学４年生から中学３年生
参 加 費　無料
募集人数　２５名（定員になり次第締切り）
募集期間　７月２１日（金）

　プラチナ世代対象のヨガ教室を開催します。いつまで
も健康でいきいきと生活することを目指して、初心者で
も簡単に始めることができるヨガを学びませんか？習得
した知識で生活の幅を広げ、家庭や地域で活かしましょ
う。男性・女性を問わず募集します。

（「プラチナ世代」とは、渡辺淳一のエッセイで出現した
言葉で、シルバーほど地味ではなく、色あせず元気でア
クティブに長年輝き続ける高齢者という意味です）
日　　時　全 3 回のコースになります。
　　　　　第 1 回　　8 月 21 日（月）
　　　　　第 2 回　　8 月 28 日（月）
　　　　　第 3 回　　9 月 4 日（月）
　　　　　各　回　  午後１時 30 分から午後３時まで
会　　場　保健福祉センター　機能回復訓練室
対　　象　市内在住のおおむね 50 から 70 歳　男女
定　　員　15 名　先着順　※定員になり次第締切り
参 加 費　無料
持 ち 物　バスタオル・飲み物・動きやすい服装
募集期間　７月３日（月）から８月４日（金）まで

　障がいのある子たちが、安心して自由時間を過ごした
り、社会参加のための活動ができるようサポートを行う
支援員を養成します。支援員として必要な知識を習得し、
地域活動への参加と交流を広げてみましょう！
日　　時　７月１９日（水）・７月２９日（土）
　　　　　８月２９日（火）　全３回コース
　　　　　毎回　午前１０時から１２時
会　　場　谷和原公民館研修室または大会議室
内　　容　１）発達障がい児（者）概論
　　　　　２）夏祭り参加（障がい児参加の活動）　　　
　　　　　３）発達障がい児（者）への理解と対応
対 象 者　市内在住の方　　　受 講 料　無料
募集期間　７月１０日（月）まで

申込み　２５－２１０１

申込み　２５－２１０１

小学生・中学生ワークキャンプ参加者募集

申込み　２５－２１０１

プラチナ世代地域参加事業

受講者
募集！

障がいのある子にやさしい街へ

　世代ふれあいの館ホールでは、グ
ランドピアノ（ヤマハコンサートグ
ランドピアノＣＦ－Ⅲ）を、より多
くの方々に音楽を親しんでいただく
ために開放します。
日　　時　８月２４日（木）　８月２５日（金）
　　　　　８月２６日（土）　午前９時から午後５時まで
　　　　　（１時間単位での貸出です。）
場　　所　きらくやまふれあいの丘世代ふれあいの館ホール
対　　象　ピアノの自主練習に使用したい方
利用料金　高校生以下の方　１時間／１，０００円
　　　　　（中学生以下は保護者同伴）
　　　　　上記以外の方　　１時間／２，０００円
　　　　　利用料金は、利用当日に窓口でお支払いください。
申込期間　各開放日の１週間前までにお申し込みください。

申込み　５７－１７７０

グランドピアノを弾いてみませんか？
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「ありがとうございました」

平成 29 年 4 月から５月に善意銀行に寄付を寄せられた方々は次のとおりです。　（順不同・敬称略）

心配ごと相談・法律相談のご案内

日頃困っていること、悩んでいることなどお気軽にご相談ください。予約が必要です。（本所 ☎ 57-0123　支所 ☎ 25-2101）

▲予約は、前日の
　午後 5 時まで

▲予約は、当日の
　正午まで

◎心配ごと相談：午後１時から３時 ◎法律相談：午後１時から４時

本　所 8月  9日(水)

支　所 7月12日(水)

本　所 7月  4日(火) 7月18日(火) 8月  1日(火) 8月22日(火)

支　所 7月11日(火) 7月25日(火) 8月  8日(火) 8月29日(火)

〈編集・発行〉

本　　所　〒 300-2312　茨城県つくばみらい市神生 530　きらくやまふれあいの丘すこやか福祉館内
　　　　　☎ 0297-57-0123 ㈹　  0297-57-0206　ＨＰ http://www.tm-shakyo.jp　メール mail@tm-shakyo.jp

支　　所（ボランティア市民活動センター）　〒 300-2422　茨城県つくばみらい市古川 1015-1　保健福祉センター内
　　　　　☎ 0297-25-2101　  0297-52-0730

地域包括支援センター　〒 300-2395　茨城県つくばみらい市福田 195　市役所伊奈庁舎内　☎ 0297-57-0203

社会福祉法人 つくばみらい市社会福祉協議会

大切にします！あなたの善意

・石田音楽カラオケ大会　40,885 円　　・松本譲二　5,530 円　　・匿名寄付金１名　3,000 円
・チャイルドシート３台　匿名

職 員 採 用 試 験 の ご 案 内

社協会費・共同募金の財源で行っています

　社会福祉法人つくばみらい市社会福祉協議会では、平成２９年度正規職員を次のとおり募集します。
募 集 職 種　①介護支援専門員（地域包括支援センター）　１名
　　　　　　②社会福祉士（一般事務若しくは地域包括支援センター）　１名
　　　　　　③保育士（保育園勤務）　若干名
　　　　　　④栄養士（保育園勤務）　１名
受 験 資 格　①～④　※普通運転免許証を所持している方
　　　　　　年齢不問
　　　　　　※但し、社会福祉法人つくばみらい市社会福祉協議会就業規程第１９条１項により、職員の定年は
　　　　　　　満６０歳となります。
　　　　　　①は、主任介護支援専門員資格を取得できる方
試 験 方 法　・一次試験　平成２９年８月５日（土）　筆記試験　作文試験
　　　　　　・二次試験　平成２９年９月上旬予定　 面接試験　体力検査
申 込 期 間　平成２９年６月２６日（月）から７月２５日（火）
採用予定日　平成３０年４月１日
　　　　　　※社会福祉士のみ平成２９年１０月１日採用予定となります。
ホームページ (http://www.tm-shakyo.jp) をご覧ください。
※詳細につきましては社会福祉協議会までお問い合わせ願います。

問合せ　５７－０１２３

　世代ふれあいの館ホールの舞台裏を全部お見せしま
す！！普段では入ることのできない照明室や音響室を見学
できます。
　イベントで使われる照明・音響機材の見学や実際に触っ
て操作する体験を夏休みの親子体験学習にしてみてはい
かがでしょうか。

申込み　５７－１７７０

☆親子で世代ふれあいの館バックヤードツアー☆
日　　時　８月１８日（金）８月１９日（土）
　　　　　午前の部　午前１０時から午前１２時
　　　　　午後の部　午後２時から午後４時
場　　所　きらくやまふれあいの丘世代ふれあいの館ホール
対　　象　小学３年生から中学３年生までの親子
定　　員　各回　４組限定　
申込期間　７月２８日（金）まで

夏休み！！


